
平成30年度　英語科　年間指導計画　第３学年 担当　古川　裕子

コミュニケーションへの関心・意欲・態度 外国語表現の能力 外国語理解の能力 言語や文化についての知識・理解
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Unit 0　Countries around the World
Unit 1　Pop Culture Then and Now

２
８

◇be going to
◇比較表現
◇There is [are] ....
◇不定詞
◆受け身
◆動詞の過去分詞

○興味のある国について，聞き手が理解しや
すくなるように資料を使って発表している。
〇話題になっているものについて，積極的に相
手に質問したり情報を伝えたりして，会話を続
けようとしている。
〇日本文化の海外への広まりについて関心を
持ち，本文内容を読み取ろうとしている。
〇日本文化について書かれた英文日記の内
容を読み取ろうとしている。
〇Tool Boxなどの表現や辞書を活用して，お
気に入りの絵についての紹介文を書いて発表
している。

〇興味のある国についてスピーチ原稿を書い
て発表したり，友達が紹介した国について質
問したりすることができる。
〇あるものについて，それがどのようなものか
を説明することができる。
〇あるものがだれによって作られたかなどにつ
いてたずねたり答えたりすることができる。
〇ある作品を適切な視点から紹介することが
できる。

○興味ある国についての友達の発表を聞いて
概要を理解することができる。
〇あるものについての説明などを聞いたり読ん
だりして，その内容を理解することができる。
〇雑誌の記事を読んで，その内容を理解する
ことができる。
〇英文日記を読んで，その内容を理解すること
ができる。
〇絵や資料を参考にしながら説明や対話を聞
いて，概要や要点を聞き取ることができる。

○興味のある国についてのスピーチの構成に
関する知識を身につけている。
〇受け身の形・意味・用法に関する知識を身に
つけている。
〇受け身の疑問文とその答え方の形・意味・
用法に関する知識を身につけている。
〇日本文化の海外への広まりについての知識
を身につけている。
〇「make＋（代）名詞＋形容詞」の形・意味・用
法に関する知識を身につけている。
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Daily Scene 1　食事の会話
Presentation 1　日本文化紹介
Unit 2　　From the Other Side of the Earth

２
４
15

◆Would you like ...?
○受け身
◇既習事項の総復習
◆現在完了形（継続用法，平叙文）

○人にものをすすめながら，食事の場面での
会話を楽しんでいる。
〇日本文化について，スピーチの構成を意識
して発表したり，発表を聞いて積極的に質問し
たり意見を述べたりしている。
〇世界の国の文化について読み取ろうとした
り，聞き手（読み手）が理解しやすくなるように
自分の原稿を推こうしたりしている。
〇海外の友達の自己紹介のスピーチから，ど
んな人かを理解しようとしている。
〇ある場所に住んでいる期間などについて積
極的に相手に質問をして，聞いた内容を発表
している。
〇海外の友達が紹介するブラジルについて関
心を持ち，本文内容を読み取ろうとしている。
〇海外の友達が紹介するアマゾンの環境問題
についてのスピーチ原稿を読んで，その内容を
読み取ろうとしている。
〇知人やペットについて，積極的に紹介した
り，たずねたりしている。

〇食事の場面で，人にものをすすめたり，それ
に答えたりすることができる。
〇日本文化について5文以上で書いて発表す
ることができる。
〇お気に入りのものを持っている期間について
書くことができる。
〇ある場所に住んでいる期間などについて，た
ずねたり答えたりすることができる。
〇知人やペットについて友達と対話をし，聞い
た情報をまとめることができる。

○食事の場面で，何をすすめられているかが
わかる。
〇日本文化についての友達の発表を聞いて，
概要や要点を聞き取ることができる。
〇世界の国の文化についてのスピーチ原稿を
読んで，その内容を理解することができる。
〇友達の自己紹介のスピーチを聞いて，あるこ
とがいつから続いているかなど，内容を理解す
ることができる。
〇海外の友達が紹介するブラジルについての
スピーチ原稿を読んで，その内容を理解するこ
とができる。
〇海外の友達が紹介するアマゾンの環境問題
についてのスピーチ原稿を読んで，その内容を
理解することができる。
〇テレビ中継やインタビューを聞いて，会場の
様子や時刻・人数などの情報を聞き取ることが
できる。

〇人にものをすすめる表現Would you like ...?
の使い方に関する知識を身につけている。
〇日本文化を紹介するスピーチの構成に関す
る知識を身につけている。
〇受け身の形・意味・用法に関する知識を身に
つけている。
〇現在完了形（継続用法）の平叙文の形・意
味・用法に関する知識を身につけている。
〇現在完了形（継続用法）の疑問文とその答
え方・意味・用法に関する知識を身につけてい
る。
〇be動詞の過去分詞の形・意味・用法に関す
る知識を身につけている。
〇アマゾンの熱帯雨林の環境問題に関する知
識を身につけている。

〇知人やペットについて，積極的に紹介した
り，たずねたりしている。
〇好きな人物に自分の気持ちを伝えようとして
手紙を書いている。
〇相手の経験をたずねたり，自分の経験を話
したりしている。
〇相手の行動について積極的に相手に質問を
している。
〇ガーナのカカオ農園の現状に関心を持ち，
本文内容を読み取ろうとしている。
〇メールを読んで，書き手の意見や感想を読
み取ろうとしている。
〇友達の経験について積極的にインタビューし
たり，発表したりしている。
〇人をさそう場面での会話に積極的に取り組
んでいる。
○修学旅行について，スピーチの構成を意識
して発表したり，発表を聞いて積極的に質問し
たり意見を述べたりしている。
○世界の友達の旅行についてのスピーチ原稿
を参考に，聞き手（読み手）が理解しやすくなる
ように自分の原稿を推こうしている。

○知人やペットについて友達と対話をし，聞い
た情報をまとめることができる。
〇好きな人物へのファンレターを5文以上の英
語で書くことができる。
〇相手が経験したことをたずねたり，自分の経
験を話したりすることができる。
〇ある行動をすでにし終えているかどうかにつ
いて述べることができる。
〇人をさそったり，提案したり，約束をしたりす
ることができる。
〇友達のこれまでの経験についてインタビュー
をし，その結果を発表することができる。
〇人をさそったり，提案したり，約束をしたりす
ることができる。
○自分の修学旅行について5文以上で書いて
発表することができる。
〇登場人物の心情に合わせて，気持ちをこめ
て音読することができる。
〇物語を読んで，場面の変化や登場人物の心
情などを理解することができる。

○テレビ中継やインタビューを聞いて，会場の
様子や時刻・人数などの情報を聞き取ることが
できる。
〇ファンレターを読んで，その内容を理解する
ことができる。
〇対話を聞いて，相手の経験について聞き取
ることができる。
〇ドキュメンタリー映像のナレーションを読ん
で，その内容を理解することができる。
〇フェアトレードに関するメールを読んで，その
内容を理解することができる。
〇地図やグラフを参考にしながら対話を聞い
て，概要や要点を聞き取ることができる。
〇相手の提案や約束の内容がわかる。
○友達の修学旅行についての発表を聞いて，
概要や要点を聞き取ることができる。
〇世界の友達の旅行についてのスピーチ原稿
を読んで，その内容を理解することができる

〇手紙の構成に関する知識を身につけてい
る。
〇現在完了形（経験用法）の形・意味・用法に
関する知識を身につけている。
〇現在完了形（完了用法）の形・意味・用法に
関する知識を身につけている。
〇ガーナのカカオ農園の現状とフェアトレード
の意義に関する知識を身につけている。
〇不定詞（原因を表す副詞的用法）の形・意
味・用法に関する知識を身につけている。
〇人をさそう表現の使い方に関する知識を身
につけている。
○受け身と現在完了形の動詞の形と語順に関
する知識を身につけている。
〇自分の考えを整理し，文章の構成を考えな
がら論理的な文章を書く手順に関する知識を
身につけている。
〇修学旅行についてのスピーチの構成に関す
る知識を身につけている。
〇現在完了形の形・意味・用法に関する知識
を身につけている。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

授業観察・提出物・小テストなど 定期考査・発表・提出物・小テストなど 定期考査・提出物・小テストなど 定期考査・提出物・小テストなど

9

Let’s Read 1
A Mother’s LullabyUnit 4
To Our
Future Generations

4
8

◇既習事項の総復習
◇疑問詞＋不定詞（how to ...）
◇It is ... for ~ to－
◇want ... to ~

○話の流れを追って読み続け，内容を理解し
ようとしている。
〇お知らせに書かれた指示について，絵など
を参考に読み取ろうとしている。
〇自分にとって簡単なことや難しいことを話そ
うとしている。
〇紹介されているバイオリンについて関心を持
ち，その内容を読み取ろうとしている。
〇紹介されているバイオリンについて関心を持
ち，その内容を読み取ろうとしている。
〇自分や友達に関するさまざまな話題につい
て，積極的に対話をしている。

〇登場人物の心情に合わせて，気持ちをこめ
て音読することができる。(S)
〇やり方を知っていると伝えることができる。
(W)
〇自分にとって簡単なことや難しいことなどに
ついて話すことができる。(S) (W)
〇自分や友達について，さまざまな情報をたず
ねたり伝えたりすることができる。(S)

〇物語を読んで，場面の変化や登場人物の心
情などを理解することができる。
〇指示などを読んで，すべきことについて理解
することができる。(L)
〇説明文を読んで，その内容を理解することが
できる。
〇説明文を読んで，その内容を理解することが
できる。
〇絵やグラフを参考に緊急放送や発表を聞い
て，放送の内容やアンケート結果の詳細を聞き
取ることができる。(L)

〇「疑問詞＋to＋動詞の原形」の形・意味・用
法に関する知識を身につけている。
〇「It is … （for＋（人））＋to＋動詞の原形」
の形・意味・用法に関する知識を身につけてい
る。
〇「want＋（人）＋to＋動詞の原形」の形・意
味・用法に関する知識を身につけている。
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Daily Scene 4　道案内
Unit 5　Living with Robots
- For or Against
Daily Scene 5　電話の会話

2
8

◆SVO1O2（O2 = how to ...）
◇how to ...
◆現在・過去分詞の後置修飾
◆間接疑問文◇現在・過去分詞の後置修飾
◇It is ... for ~ to －
◇現在・過去分詞の後置修飾
◇間接疑問文
◆want [tell] ... to call ~

〇乗りかえのある乗り物での道案内の場面
で，会話に積極的に取り組んでいる。
〇人やものについて情報を加えて説明しようと
している。
〇自分が知っていることについて積極的に説
明している。
〇題材内容に関心を持ち，話し手の意見に対
して賛否を考えながら読み取ろうとしている。
〇題材内容に関心を持ち，話し手の意見に対
して賛否を考えながら読み取ろうとしている。
〇自分の知っている表現やジェスチャーを利用
して，積極的に議論に参加している。
〇かけ直しや伝言をたのむなど，電話の場面
での会話に積極的に取り組んでいる。

〇乗りかえのある乗り物での行き方をたずね
たり，教えたりすることができる。(S)
〇人やものについて情報を加えて説明すること
ができる。(S) (W)
〇あることを知っているかどうかなどについて
述べることができる。(S) (W)
〇相手の意見を受けて自分の考えとその理由
を述べながら，議論をすることができる。(S)
〇電話での応答で，かけ直しを申し出たり，伝
言をたのんだりすることができる。(S)

〇乗りかえのある乗り物での道案内の場面
で，教えられた行き方がわかる。(L)
〇人やものについて説明する英文を聞いたり
読んだりして，その内容を理解することができ
る。(L)
〇議論を読んで，その内容を理解することがで
きる。(R)
〇議論を読んで，その内容を理解することがで
きる。(R)
〇議論を聞いて，賛否や主張の要点，理由な
どを聞き取ることができる。(L)
〇電話の場面で，相手の申し出や伝言の内容
を理解することができる。(L)

〇行き方をたずねる表現の使い方に関する知
識を身につけている。
〇名詞を後ろから修飾する現在分詞や過去分
詞の形・意味・用法に関する知識を身につけて
いる。
〇間接疑問文の形・意味・用法に関する知識
を身につけている。
〇ロボットの進化と普及の利点と問題点に関
する知識を身につけている。
〇ロボットの進化と普及の利点と問題点に関
する知識を身につけている。
〇議論に必要な表現を身に付けている。
〇かけ直しを申し出たり伝言をたのんだりする
表現の使い方に関する知識を身につけてい
る。
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Unit 6　Striving for a Better World
Daily Scene 6　レポート
まとめと練習２　後置修飾
学び方コーナー２　5つの文構造

8
2
1
1

◆接触節（名詞を修飾する文）
◆接触節（名詞を修飾する文）
◆関係代名詞who
◆関係代名詞that [which]（主格）
◇疑問詞＋不定詞（what to ...）
◇後置修飾

〇人やものについて詳しい情報を加えて説明
しようとしている。
〇ある人について，情報をつけ加えてわかりや
すく説明しようとしている。
〇アウンサンスーチーの政治的側面について
関心を持ち，内容を読み取ろうとしている。
〇アウンサンスーチーの個人的側面について
関心を持ち，内容を読み取ろうとしている。
〇人やもの，場所などについてのクイズを積極
的に作っている。
〇自分の主張を伝えようとしてレポートを書い
ている。

〇人やものについて詳しい情報を加えて説明
することができる。(S)
〇人について詳しい情報を加えて説明すること
ができる。(S) (W)
〇ものについて詳しい情報を加えて説明するこ
とができる。
〇ものについて詳しい情報を加えて説明するこ
とができる。(S)
〇人やものについて，詳しい情報を加えながら
説明することができる。(S) (W)
〇決められたテーマについて賛成・反対の立
場を明らかにし，理由を述べながら，まとまりの
あるレポートを5文以上で書くことができる。

〇インターネットの記事を読んで，その内容を
理解することができる。
〇インターネットの記事を読んで，その内容を
理解することができる。
〇人物に関する発表を聞いて，概要や要点を
聞き取ることができる。
〇意見を述べるレポートを読んで，その内容を
読み取ることができる。

〇接触節の形・意味・用法に関する知識を身
につけている。
〇関係代名詞whoの形・意味・用法に関する知
識を身につけている。
〇関係代名詞that [which]（主格）の形・意味・
用法に関する知識を身につけている。
〇関係代名詞that [which]（目的格）の形・意
味・用法に関する知識を身につけている。
〇レポートの構成に関する知識を身につけて
いる。
〇語句や文による名詞の後置修飾の形・意
味・用法に関する知識を身につけている。
〇5つの文構造とそれによる分類に関する知
識を身につけている。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

授業観察・提出物・小テストなど 定期考査・発表・提出物・小テストなど 定期考査・提出物・小テストなど 定期考査・提出物・小テストなど

1

Let’s Read 3　An Artist in the Arctic 5 ◇既習事項の総復習 〇物語を味わい，自分の感想を伝えようとして
いる。

〇登場人物の心情に合わせて，気持ちを込め
て音読することができる。(S)

〇物語を読んで，場面の変化や登場人物の心
情などを理解することができる。®

〇伝記の内容について自分なりに考えなが
ら，読み進めようとしている。
〇世界の友達の学校生活についてのスピーチ
原稿を参考に，さらに聞き手（読み手）が理解
しやすくなるように自分の原稿を推こうしてい
る。  　　　　　　　　　　 〇総合問題に意欲的に
取り組もうとする。

〇総合問題に取り組み、考えることができる。 〇人物の伝記を読んで，時系列に沿って整理
し、人物の生き方や思いなどを読み取ることが
できる。®
〇計算問題など工夫して解くことができる。

〇3学期、1年間の総合評価
〇中学校での既習事項の意味を理解してい
る。

評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等 評価資料・評価方法等

授業観察・提出物・小テストなど 定期考査・発表・提出物・小テストなど 定期考査・提出物・小テストなど 定期考査・提出物・小テストなど

◇既習事項の総復習

２

学

期
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Presentation 3　中学校生活
Let’s Read 2　The Green Door

4 ◇既習事項の総復習

３

学

期

2

三年間の総復習 6

※英語の学習内容は英語を理解し、英語で表現できる実践的な運用能力を養うため、言語活動を３年間
を通して行う。

１

学

期

学

期
月 単元名

時

数
学習内容

◇SVOC（C = 形容詞）
◇現在完了形（継続用法）
◆現在完了形（経験用法）
◆現在完了形（完了用法）
◇受け身
◇現在完了形（経験用法）
◆不定詞（原因を表す副詞的用法）
◇過去分詞
◇既習事項の総復習
◆Would you like to ...?

２
８
２
４
１
２

Daily Scene 2  手紙
Unit 3  Fair Trade Event
Daily Scene 3  さそいまとめと練習１
過去分詞学び方コーナー１
文章のまとめ方
Presentation 2
修学旅行

６・７

〇中学校生活についての友達の発表を聞い
て，その内容を聞き取ることができる。(L)
〇世界の友達の学校生活についてのスピーチ
原稿を読んで，その内容を理解することができ
る。®
〇物語を読んで，場面の変化や登場人物の心
情などを理解することができる。®
〇人物の伝記を読んで，時系列に沿って整理
し，人物の生き方や思いなどを読み取ることが
できる。®

〇中学校生活についてのスピーチの構成に関
する知識を身につけている。
〇語句や文による後置修飾などの形・意味・用
法に関する知識を身につけている。

評価の観点と評価規準

評価資料・評価方法等

〇自分の中学校生活について，スピーチの構
成を意識して発表したり，友達の中学校生活
についての発表を聞いて積極的に質問したり
意見を述べたりしている。
〇世界の友達の学校生活についてのスピーチ
原稿を参考に，さらに聞き手（読み手）が理解
しやすくなるように自分の原稿を推こうしてい
る。
〇物語を味わい，自分の感想を伝えようとして
いる。
〇世界の友達の学校生活についてのスピーチ
原稿を参考に，さらに聞き手（読み手）が理解
しやすくなるように自分の原稿を推こうしてい
る。
〇物語を味わい，自分の感想を伝えようとして
いる。

〇中学校でこれまで取り組んできたこと，これ
からしたいことについて5文以上で書いて発表
することができる。(S) (W)
〇登場人物の心情に合わせて，気持ちを込め
て音読することができる。(S)


